
古布細工 岸本美智子

人形文化にハマる丹波篠山ひなまつりの味わい方

今年は、ひなまつりとともに、人形文化の奥深さを味わってみませんか。
　日本人にとって、古来より人形はひとつの文化で
した。人形は、信仰の対象でもあり、子供たちの遊び
相手であり、また、その美しさを愛でる愛玩の対象
でもありました。
上巳の風習から生れた「ひな人形」からは独自の人

丹波篠山市の東の端っこにある市野々集落では、今
年もかかしで村人を倍増して出迎えてくださるようで
す。個性あふれるかかしに会いに行こう！

「丸平」は安永年間から続く京の老舗人形店。愛好家
垂涎の雛人形ブランドで、代々の当主は大木平蔵を襲
名され現在７代目。丹波古陶館で見せて頂く丸平人形
は、愛らしさピカイチ！

市野々の村人

かかし

丸平の御所人形

懐かしく優しい気持ちになると昨年、好評を博した
「わたべみちこ」さんの“幸せのカタチ展”。今年も新た
な作品を加え展示されるとの事。あの感動をもう一度
味わいに・・・

       懐かしの昭和の風景を伝える

わたべみちこの創作人形

玉翁人形
ぎょくおう

古裂猫あーと 浜田ひろ

稲畑人形

幕末から明治初期に代表する江戸の雛人形師・渡辺玉翁は、玉眼と呼ばれ
るガラス眼の手法を京へ伝えた名工です。玉翁の作品は、市内では藩主青
山家（歴史美術館）と今村家（ギャラリー陶々菴）に残されています。

「稲畑人形」は、素朴さが魅力
の丹波地方の郷土人形。かつ
て雛壇の中心にこの「天神さ
ん」が据えられたそうです。
会場：各会場にてご覧いただけます。

愛猫とともに丹波暮らしを楽
しむ浜田さん。ギャラリーに
は、布の骨董-古裂（こぎれ）に
こだわった作品、コレクション
がぎっしり。
会場：城下町会場　MAP 

長年楽しんでこられた”古布
細工”づくりをご自宅で公開
されています。見ているだけ
でワクワク！今は何に凝って
おられるのかな？
会場：城下町会場　MAP

会場：城下町会場（西町） ギャラリー陶々菴  MAP 会場：城下町会場 歴史美術館 MAP 

形文化が育まれました。今回のひなまつりでは、多彩
な人形文化を味わっていただけるよう丹波篠山に残
る伝統的なひな人形をはじめ、新しい創作人形をご
紹介いたします。ひなまつりとともに、人形文化にハ
マる、特別なひとときをご体験ください。

人形劇

1 2

会場：尚古堂（丹波篠山市河原町185 *丹波古陶館西側） MAP
時間/9:00-17:00（火～日曜日）
TEL/079-552-2524
※雛人形は、入館料なしでご覧頂けます。

会場：市野々会場（丹波篠山市市野々475）  MAP
詳しくはパンフレット3P

会場：市野々会場（丹波篠山市市野々475）  MAP
詳しくはパンフレット3P
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60軒に及ぶ窯元がある丹波
焼。それぞれ独自の感性で作
陶されています。陶の郷「窯元
横丁」には生き物をモチーフ
にした丹波焼も。
会場：今田会場　MAP 

丹波焼

コ

丹波篠山の人気イベント人形
劇フェスタ。今回はひなまつ
りの時期に合わせて、人形劇
団クラルテによる人形劇が開
催されます。
会場：ちるみゅー会場　MAP 
詳しくはパンフレット6P
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出会うのはお雛さんだけじゃない、多彩な人形文化

中止

中止



篠山城下町会場
江戸時代の佇まいが残るお城と城下町

歴史文化施設
篠山城大書院（丹波篠山市北新町2-3）079-552-4500
歴史美術館（丹波篠山市呉服町53）079-552-0601
青山歴史村・丹波篠山デカンショ館（丹波篠山市北新町48）079-552-0056
武家屋敷安間家史料館（丹波篠山市西新町95）079-552-6933

2月1日（土）～4月5日（日） 
※祝日の場合は開館・翌日休館
9:00～17:00（最終受付16:30）
4館共通券600円

【会場】

【開　館】
【入館料】

【日　時】

歴史美術館歴史美術館

武家屋敷安間家史料館武家屋敷安間家史料館

お車　舞鶴若狭自動車道「丹南篠山口IC」から東へ約15分

各施設時代の異なる雛人形を一対ずつ展示
篠山城大書院篠山城大書院

歴史文化施設４館限定 ひなまつりクイズラリー開催！
ミニプレゼントがあたる！

浜田ひろ「小さな猫人形展」

イベント7

【会　場】

【日　時】

丹波篠山市山内町53-2

1１:00～16:00

3月14日(土)、15日(日)、
20日(祝)、21日（土）、22日(日)

ひな人形展示
～幕末から令和へ～
初代玉翁に始まるひなごよみ

【料　金】

【会　場】

【日　時】

【会　場】
【日　時】

イベント1

ゆいまーる篠山（二階町90-1）

イベント2
甘酒＆ひな団子

鳳凰会館（河原町会場）

10:00～16:00
200円

3月14日(土)、15日(日)、
20日(祝）、21日（土）、22日(日)

3月14日（土）・13:00～13:30
・14:00～14:30・15:00～15:30 
各10席

イベント4

イベント5

イベント6

イベント3

【参加料】

【会　場】

【日　時】

鳳凰会館（河原町会場）

10:00～15:00
500円

3月14日(土)、22日(日)

【会　場】

【参加料】

【日　時】

篠山鳳鳴高校茶道部と
平野社中による御茶席

鳳凰会館（河原町会場）

城下町内の約40店舗のオリジナル
スタンプを集めよう！

鳳凰会館         ギャラリー陶々菴
【スタンプ帳購入場所】

 ※１冊200円 お持ちの手帳等でも可

10:00～15:00
500円

3月14日（土）

ギャラリー陶々菴
（西町会場）

ひなまつり
ナチュラルアイシングクッキー教室
ひなまつり
ナチュラルアイシングクッキー教室

「ひなリース」づくりワークショップ

【参加料】500円(1セット2枚)
※予約優先 080-3000-7929（小西） 【拝観料】

【会　場】

【日　時】
10:00～16:00
無料

3月14日（土）～22日（日）

3月14日（土）、15日（日）、
20日（祝）、21日（土）、22日（日）

ギャラリー陶々菴

【料　金】

【会　場】
【日　時】

10:00～16:00
500 円

抹茶体験
数寄者が愛した名器に出会う旅
篠山焼の茶碗で抹茶体験

市野々会場
ほっこりかかしの
里のひなまつり

3月14日（土）～22日（日）
10：00～16：00

【会 場】

【日 時】

　お車 国道173号線「福井」信号から東へ
約５分、県道303号線「市野々」バス停近く。

オープニングセレモニー
ミニライブ

3月14日（土）1１：00～【日時】

【日時】

いつもは静かな里山を背にして
「県多紀ハッピーボーイズ」の歌と
演奏を楽しんでいただきます。

かまどカフェ

3月14日（土）・15日（日）・
20日（祝）・21日（土）・22日（日）
10：00～16：00

ぜんざいや炊き込みご飯等を味
わっていただきます。（有料）

3月14日（土）～22日（日）
10：00～16：00

【日時】

【場所】

昭和の懐かしい風景。人々の記憶に残
る暮らしや家族の豊かな表情が人形
に表現されています。こころを耕す「幸
せの風景」を味わってください。今回の
展示作品は市野々初登場のものです。

手作り雑貨や
アート作品の展示販売

3月14日（土）～22日（日）
10：00～16：00

【日時】

市民による手作り雑貨やアート作
品の展示・販売。（わたべみちこさ
んの作品もあります。）

人形文化にハマル　
お雛さんと手づくり人形

3月14日（土）～22日（日）
10：00～16：00

【日時】

明治時代から伝わるお雛さんと、
手作り人形グループ「はんどめいど
どーる」さんの人形等を展示。

篠山城下町会場イベント情報

市野々会場イベント情報

SASAYAMAJYOUKAMACHI

ICHINONO

3 .14 sa t .-3 . 22 sun .

丹波篠山丹波篠山

青山歴史村・
丹波篠山デカンショ館
青山歴史村・
丹波篠山デカンショ館

城下町手彫り
スタンプ巡り
城下町手彫り
スタンプ巡り

市野々自治会館・澤山家長屋門・原田家
丹波篠山市市野々475
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わたべみちこ
創作人形展第２弾

特別企画

各会場ガイド

3 4

メイン会場

原田家

「篠山城下町会場」では、町全体の約40ヶ所でおひなさまが飾られます。
詳しくは別添の「篠山城下町会場マップ」をご覧ください。 
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中止
篠山城下町会場イベント情報
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